
第3章　研　究　業　務
（1）学会等における研究発表及び講演

科名 発表演題 年・月 学会名等 発表者及び共同研究者

成人発症の特発性低ゴナドトロピン性性腺
機能低下症の一例

28. 4 第89回日本内分泌学会年次集会　 濱田美帆、常見亜佐子、
谷本真澄、栗田実佳、
小谷野肇

高齢者の後期ダンピング症候群に対してジ
アゾキサイドが有効であった1例

28. 5 第59回日本糖尿病学会年次学術集会　 谷本真澄、内田豊義、
池田富貴、金沢昭雄、
藤谷与士夫、綿田裕孝

越谷市立病院における糖尿病患者の疫学的
検討(特別講演)

28. 5 SKDスカイツリーライン腎疾患研究会学術研究会 蒔田雄一郎

座長 29. 3 第8回越谷腎疾患研究会　 一般講演:蒔田雄一郎
特別講演：山中貴博

神経変性疾患のRIイメージング臨床実例　
IMP-ZSAMを中心として

28. 4 第43回新潟核医学懇話会 中村真一郎

意識消失、けいれん、多発大脳白質病巣、
不整脈を呈した19歳女性例

28. 6 第17回江東脳神経懇話会 神経内科:日下国彦、
坂本陽子、河村美巴子、
中村真一郎
循環器科:廣瀬邦章

一過性高PRL血症をきたしたけいれん失神
の19歳女性例

28. 6 第217回日本神経学会関東・甲信越地方会 神経内科:日下国彦、
坂本陽子 、河村美巴子、
中村真一郎
循環器科：廣瀬邦章

認知症予防の本当の意味 28.11 第19回市民と医師のシンポジウム 中村真一郎

越谷市立病院での認知症診療地域連携の現
状

29. 2 東埼玉認知症地域連携講演 中村真一郎

抗Yo抗体を契機に胃癌が診断された49歳男
性例

29. 3 第631回日本内科学会関東地方会 内科：神山大樹
神経内科：河村美巴子、
中村真一郎
病理診断科：髙瀬優
消化器科：中山秀苗

症例検討 29. 3 第6回彩の国で脳画像を語る会 彩の国で脳画像を
語る会

神山大樹

BCG 膀胱注入による結核性脊椎炎の一例 28. 7 第220回日本呼吸器学会関東地方会 荒井千香子、小林 功、
田辺悠記、関本康人、
西野宏一、家永浩樹、
高橋和久、大楠清文、
五十里博美

胸水よりVibrio vulnificusが検出された
膿胸の一例

28. 7 第220回日本呼吸器学会関東地方会 田辺悠記、関本康人、
西野宏一、小林 功、 
家永浩樹

座長 29. 3 第13回Chronic Rspiratory Disease Forum 家永浩樹

Osler-Weber-Rendu 病の一例 28. 6 越谷消化器カンファレンス 森和將、草間ひろみ、
中山秀苗、日高康博、
中庭礼智、佐々木淳

遺伝性出血性毛細血管拡張症の一例 28.11 第42回日本消化器内視鏡学会埼玉部会学術講演会 平山憲人、森和將、
草間ひろみ、中山秀苗、
日高康博、中庭礼智、
佐々木淳

Ⅰ期食道癌に対する内視鏡的切除と化学放
射線療法－JCOG0508臨床試験結果の紹介

28.11 越谷消化器カンファレンス 演者：石倉聡　
座長：佐々木淳

殿筋跛行を伴う内腸骨動脈狭窄に対し血管
内治療を施行した一例

28. 5 第6回 心血管インターベンションカンファレンス 廣瀬邦章、日下国彦、
恩田俊仁、加藤悦郎、 
福島理文、髙木篤俊

急性心不全治療におけるSGLT2阻害剤の可
能性

28. 6 茶崖ハートフォーラム 髙木篤俊

冠動脈ステント留置術後 抗血小板自己中
断により超遅発性ステント血栓症を呈した
1例 ～抗血小板剤二剤併用(DAPT)はいつま
で続けるべきか～

28.12 越谷市立病院 病診連携会 廣瀬邦章
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科名 発表演題 年・月 学会名等 発表者及び共同研究者

菌血症を合併した非チフス性サルモネラ感
染症の1例

28. 5 第164回日本小児科学会埼玉地方会 西野智彦、田中裕子、
石川有希美、杉田和也、
竹内祥子、小林真紀、
神保圭祐、木下恵司

4か月で診断された胆道閉鎖症の1例 28. 5 第164回日本小児科学会埼玉地方会 竹内祥子、田中裕子、
石川有希美、杉田和也、
小林真紀、神保圭祐、
木下恵司

内視鏡治療が奏功した出血性十二指腸潰瘍
の1例

28. 6 第2回東部地区病院小児懇話会 萩原友紀、長谷川恵理、
田中裕子、石川有希美、
杉田和也、竹内祥子、
小林真紀、神保圭祐、
木下恵司

繰り返し行ったMRI検査が診断に有用で
あった若年性特発性関節炎の1例

28. 7 第54回埼玉県小児感染免疫懇話会 長谷川恵理、萩原友紀、
田中裕子、石川有希美、
杉田和也、竹内祥子、
小林真紀、神保圭祐、
木下恵司

誤食を契機に完全除去を解除している1例 28. 7 第8回埼玉小児アレルギー懇話会 木下恵司

重症便秘症の経過からHirschsprung病の診
断に至った13歳例

28. 9 第165回日本小児科学会埼玉地方会 長谷川恵理、萩原友紀、
田中裕子、石川有希美、
杉田和也、竹内祥子、
小林真紀、神保圭祐、
木下恵司

内視鏡治療が奏功した出血性十二指腸潰瘍
の1例

28. 9 第165回日本小児科学会埼玉地方会 萩原友紀、長谷川恵理、
田中裕子、石川有希美、
杉田和也、竹内祥子、
小林真紀、神保圭祐、
木下恵司

巨大冠動脈瘤を合併した川崎病 28.12 第15回越谷こども医療懇話会 権田裕亮

最近経験した症例の画像診断 28.12 第15回越谷こども医療懇話会 長谷川恵理

免疫グロブリン・プレドニゾロン初期併用
療法を行ったが、巨大冠動脈瘤を合併した
川崎病の1例

28.12 第166回日本小児科学会埼玉地方会 権田裕亮、萩原友紀、
長谷川恵理、石川有希美、
竹内祥子、神保圭祐、
木下恵司

背部痛を主訴とした神経芽腫の1例 29. 2 第167回日本小児科学会埼玉地方会 萩原友紀、権田裕亮、
長谷川恵理、石川有希美、
神保圭祐、木下恵司

伝染性単核球症の頸部リンパ節腫大により
気道閉塞症状を呈した1例

29. 2 第167回日本小児科学会埼玉地方会 長谷川恵理、権田裕亮、
萩原友紀、石川有希美、
神保圭祐、木下恵司

免疫グロブリン・プレドニゾロン初期併用
療法を行ったが、巨大冠動脈瘤を合併した
川崎病の1例

29. 2 第2回彩の国川崎病セミナー 権田裕亮

ドセタキセル+ペルツズマブ+トラスツズマ
ブ療法が著効した左乳癌肝転移の一例

28. 6 第24回日本乳癌学会学術総会　 行方浩二、三浦弘善、
髙瀬優、岡田基

急激な転帰をとった乳腺紡錘細胞癌の一例 28. 6 第24回日本乳癌学会学術総会　 三浦弘善、行方浩二、
髙瀬優、岡田基

虫垂反転の1例 28.12 第843回外科集談会（埼玉）　 嶋津藍、辻未来、
水越幸輔、松森聖、
三浦弘善、武井雅彦
行方浩二

当院における鎖骨遠位端骨折の治療に対す
る治療経験

28. 7 第42回日本骨折治療学会（東京） 福里晋、大野隆一、
久保田光昭、林孝儒

THA術後の骨頭病理診断にてmalignentが疑
われた術前診断ANFの1例

28. 7 第49回日本整形外科学会骨軟部腫瘍学術集会
（東京）

福里晋、大野隆一、
久保田光昭、菅原悠、
成宮徳朗、佐藤泰介、
林孝儒、金子和夫

前十字靭帯損傷を伴う変形性膝関節症に対
するOWHTOとACL再建の同時手術の治療成績

28. 7 第8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 
(JOSKAS)福岡

久保田光昭、大野隆一、
菅原悠、成宮徳朗、
佐藤泰介、林孝儒、
福里晋、金子和夫
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科名 発表演題 年・月 学会名等 発表者及び共同研究者

Open Wedge HTO後に大腿骨外顆骨壊死を発
症した1例

28. 7 第8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 
(JOSKAS)福岡

久保田光昭、大野隆一、
菅原悠、成宮徳朗、
佐藤泰介、林孝儒、
福里晋、金子和夫

TKA術後1年の下肢機能評価 パフォーマン
ステストと患者立脚型機能評価を用いて-

28. 7 第8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 
(JOSKAS)福岡

菅原悠、大野隆一、
久保田光昭、成宮徳朗、
佐藤泰介、林孝儒、
福里晋、金子和夫

前十字靭帯再建術における患者立脚型評価
法を用いた一重束再建と二重束再建の術後
成績の比較検討

28. 7 第8回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 
(JOSKAS)福岡

福里晋、大野隆一、
久保田光昭、菅原悠、
成宮徳朗、佐藤泰介、
林孝儒、金子和夫

K. Combined Biplanar High Tibial 
Osteotomy and Anterior Cruciate 
Ligament Reconstructin in Medial 
Osteoarthritis of Unstable Varus 
Knees.

28. 9 37th SICOT Orthopaedic World Congress, Roma 
Italy

Kubota M,Ohno R,
Sugawara Y,Narimiya T,
Sato T,Hayashi K,
Fukusato S,Kaneko K

THA術前患者における下肢機能テスト及び
JHEQの比較検討

28. 9 第65回東日本整形災害外科学会（神奈川） 成宮徳朗、大野隆一、
久保田光昭、菅原悠、
佐藤泰介、林孝儒、
福里晋、金子和夫

座長 28.12 第34 回埼玉膝・スポーツ医学研究会 
（さいたま市）

久保田光昭

座長 29. 2 第35回埼玉・埼玉県南東部整形外科勉強会
（越谷）

大野隆一

THA後大腿骨頭の病理診断に苦慮している1
例

29. 2 第35回埼玉・埼玉県南東部整形外科勉強会
（越谷）

福里晋、大野隆一、
久保田光昭、百村励、
成宮徳朗、山田大樹、
栗原大聖

大腿骨頭壊死を疑いTHA施行後骨頭病理検
査で診断に苦渋している一例

29. 2 第47回人工関節学会（沖縄） 福里晋、大野隆一、
久保田光昭、百村励、
成宮徳朗、山田大樹、
栗原大聖

膝前十字靭帯損傷後変形性膝関節症に対す
る前十字靭帯再建術と高位脛骨骨切り術同
時手術

29. 3 第24回埼玉整形外科医会勤務医部会（大宮） 久保田光昭、大野隆一、
百村励、成宮徳朗、
山田大樹、福里晋、
栗原大聖

新規経口抗凝固薬(NOAC)内服下に当院入院
となった脳梗塞患者の検討

28. 4 第41回脳卒中学会（札幌） 齋藤力三、川村海渡、
鈴木一幹、角田朗、
丸木親

抗血栓療法と頭蓋内出血性病変について 28.10 第75回日本脳神経外科学会総会（福岡） 齋藤力三、杉山夏来、
寺本紳一郎、川村海渡、
角田朗、丸木親

Bifrontal basal interhemispheric 
approachにおける前交通動脈切離の必要性
の予測

28.10 第75回学術総会（福岡） 寺本紳一郎、
Helmut Bertalanffy

難治性慢性硬膜下血腫に対して柴苓湯が著
効した2症例

29. 2 第54回埼玉医学会総会（浦和） 齋藤力三、杉山夏来、
寺本紳一郎、角田朗、
丸木親

当院の過去10年間における再発髄膜腫の検
討

29. 2 埼玉県医学会総会（浦和） 寺本紳一郎、角田朗、
杉山夏来、齋藤力三、
丸木親

抗血栓療法と頭蓋内出血性病変について 29. 3 第42回 脳卒中学会（大阪） 齋藤力三、川村海渡、
鈴木一幹、角田朗、
丸木親

視床血管支配領域における視床出血の解剖
学的分類

29. 3 第42回日本脳卒中学会（大阪） 寺本紳一郎、山本拓史、
中尾保秋、渡邉瑞也
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科名 発表演題 年・月 学会名等 発表者及び共同研究者

Genetic counseling of 46,XY DSD -a 
case report-

28. 4 The 13th International Congress of Human 
Genetics（京都市）

西岡暢子

座長 28. 4 Ovarian　cancer　meeting（さいたま市） 須賀新

陰圧吸引療法を用いて分層植皮の固定を
行った帝王切開術後難治性皮膚潰瘍の1例

28. 4 第68回日本産婦人科学会（東京） 山田敦子、須賀新

新しい子宮体がんの治療（腹腔鏡下子宮悪
性腫瘍手術）診断から治療まで

28. 5 第150回東部ブロック勉強会（春日部市） 須賀新

異所性妊娠による腹腔内出血に対し、大動
脈遮断バルーンを使用し長時間の搬送を
行った1例

28. 5 第19回 日本臨床救急医学会（福島市） 佐伯 辰彦、須賀新

四肢顔面骨異形成症ロドリゲス型
(Acrofacial dystosis type Rodriguez)の
1例

28. 5 第89回日本超音波医学会（京都市） 石黒共人、西岡暢子

新しい子宮体がんの治療（腹腔鏡下子宮悪
性腫瘍手術）

28. 6 科研製薬社内勉強会（越谷市） 須賀新

29歳で早発閉経と骨粗鬆症を認めた１例 28. 6 第31回日本女性医学会（京都市） 関根花栄、糸賀知子

漢方にて妊娠に至った2例 28. 6 第31回日本女性医学会（京都市） 須賀新、糸賀知子

日常診療で骨量測定を行うことの有用性を
再確認した1例

28. 6 第31回日本女性医学会（京都市） 糸賀知子

当院における10代出産症例の検討 28. 6 第31回日本女性医学会（京都市） 石黒共人、糸賀知子

塩酸リトドリンの長期投与により無顆粒球
症を来した前置胎盤の一例

28. 6 第131回関東連合産科婦人科学会（東京） 西澤しほり、石黒共人

子宮がんの治療戦略（子宮頸がんと子宮体
がん）

28. 6 中外製薬社内勉強会（さいたま市） 須賀新

子宮肉腫と鑑別が困難であった子宮内膜間
質結節の1例

28. 7 第89回埼玉産科婦人科学会　前期学術集会
（さいたま市）

高橋奈々子、関根花栄

座長 28. 7 第89回前期埼玉地方部会（さいたま市） 須賀新

妊娠合併子宮頸癌の2例 28. 7 第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（盛岡市） 関根花栄、須賀新

早期再発を認めたAdult type granulosa 
cell tumor(AGCT)の2例の検討

28. 7 第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（盛岡市） 山田敦子、須賀新

座長 28. 7 東部医療圏緩和セミナー（越谷市） 糸賀知子

当院で分娩管理した不妊治療症例の検討 28. 7 第52回　日本周産期新生児医学会（富山市） 大野基晴、西岡暢子

婦人科腫瘍専門医による早期子宮体癌に対
する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術導入

28. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会（長崎市） 須賀新

腹膜妊娠の2例 28. 9 第57回日本産科婦人科内視鏡学会（長崎市） 石黒共人、須賀新

当院における10代出産症例の現状と今後の
課題

28.10 第132回関東連合産科婦人科学会 （東京） 石黒共人、西岡暢子

当院における上皮性卵巣癌に対する
Bevacizumab使用症例の検討

28.10 第54回日本癌治療学会（横浜市） 関根花栄、須賀新

病状否認にある患者の意思決定支援に緩和
ケアチームが対応した一例

28.11 第21回日本緩和医療学会（京都市） 糸賀知子

座長 28.11 第31回日本女性医学学会学術集会（京都市） 糸賀知子

婦人科悪性疾患に対する腹腔鏡下手術（低
侵襲手術）について

28.11 第18回越谷市医師会学術病診連携会（越谷市） 須賀新

卵巣癌と鑑別が困難であった骨盤内膿瘍の
一例

28.11 第90回埼玉産科婦人科学会　後期学術集会
（さいたま市）

森裕介、石黒共人
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科名 発表演題 年・月 学会名等 発表者及び共同研究者

性的虐待が疑われた10代妊娠の一例 28.11 第13回日本周産期メンタルヘルス学会（東京） 石黒共人、西岡暢子

腹腔鏡手術立ち上げから悪性腫瘍手術適応
までの道のり

28.11 ETHICON社社内勉強会（さいたま市） 須賀新

当院における早期子宮体癌に対する腹腔鏡
下子宮悪性腫瘍手術の導入の試み

28.12 第29回日本内視鏡外科学会（横浜市） 関根花栄、須賀新

腹腔鏡手術が有用であった腹膜妊娠の2例 28.12 第29回日本内視鏡外科学会（横浜市） 石黒共人、須賀新

MTFの基礎 28. 4 埼玉県診療放射線技師会第2支部勉強会 関根貢

一般撮影基礎の基礎～困った時の対処法か
ら読影の初歩について～

28. 8 埼玉県診療放射線技師会 第5支部勉強会 國井琢矢

当院におけるマンモグラフィ検査の運用 28. 8 埼玉県診療放射線技師会　第5支部勉強会 武村香澄

乳腺MRIの基礎 28. 8 埼玉県診療放射線技師会　第5支部勉強会 土谷貴大

整形疾患から考えるCT撮影のポイント 28. 9 埼玉県診療放射線技師会　第2支部勉強会 村本圭祐

異なる機種メーカ間でのADCTの運用と工夫 28.10 第49回埼玉CT Technology Seminar 村本圭祐

臨床におけるメタルアーチファクトリダク
ション

29. 3 Dual Energy CT セミナー2017 関根貢

放射線について 29. 3 埼玉県立熊谷女子高等学校特別授業 講師 矢部智

埼玉県合同輸血療法委員会輸血業務検討小
委員会における血小板製剤の発注および使
用状況の調査報告

28. 5 第64回日本輸血・細胞治療学会 石上園子

腹部超音波検査が発見の契機となった爪楊
枝誤飲による大腸穿孔の1例

28. 5 日本超音波医学会第89回学術集会 熊谷佳奈江、岡野里賀、
渋谷賢一、吉原靖之、
嶋津藍、土谷祐樹、
松森聖、佐々木淳、
西岡暢子

子宮頸部腺扁平上皮癌の一例 28. 5 第57回日本臨床細胞学会春期大会 下鳥萌、竹田桂子、
南秀坪、桜井義一、
砂川進、吉原靖之、
藤川甲文、髙瀨優、
岡田基

症例提示・解説（婦人科領域） 28. 6 埼玉県細胞検査士会　第44回鏡検セミナー 下鳥萌

高感度イムノクロマト法によるRSウイルス
キットとアデノウイルスキットの基礎的検
討と日常的応用について

28. 7 第28回臨床微生物迅速診断研究会総会 五十里博美、千葉明日香、
稲垣理絵、大久保宏子、
前田友子、石井直美、
吉原靖之

先輩から学ぼう　病原微生物検出のポイン
ト！

28. 9 埼玉県臨床検査技師会　生涯教育プログラム 五十里博美

症例検討解答（婦人科領域） 28. 9 第30回関東臨床細胞学会 下鳥萌

中央採血室での取り組み 28.10 第55回全国自治体病院学会 石井千晴、大塚幸成、
石井直美、桑原千津香、
益子恵子、吉原靖之

赤血球不規則抗体保有カード導入の取り組
み

28. 10 第55回全国自治体病院学会 大塚幸成、石井直美、
益子恵子、吉原靖之

当院における骨髄穿刺検査の現状 28.12 第45回埼玉県医学検査学会 石井千晴、大塚幸成、
石井直美、益子恵子、
吉原靖之

自動血球分析装置による髄液細胞算定運用
の検討

28.12 第45回埼玉県医学検査学会 佐々木菜緒、石井千春、
益子恵子、桑原千津香、
吉原靖之

“認知症について理解を深めよう!!”
「認知症とはどのようなものか？」

29. 2 埼玉県臨床検査技師会　平成28年度　第2回検査
運営研修会

渋谷賢一
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科名 発表演題 年・月 学会名等 発表者及び共同研究者

大腸がん化学療法における副作用対策につ
いて

28. 6 第6回越谷がん化学療法薬・薬連携カンファレン
ス

中田和宏

麻薬・向精神薬、毒・劇薬の管理方法 28. 6 新人看護職員研修 中田淑子

抗生物質の作用・副作用、消毒薬の使い方 28. 6 新人看護職員研修 荒井歩

麻薬の作用、副作用及び疼痛緩和 28. 6 新人看護職員研修 加藤知孝

インスリンの作用・副作用、使用方法 28. 6 新人看護職員研修 山内泰代

循環動態作用薬の作用 28. 6 新人看護職員研修 宇田竜也

医薬品情報を薬物治療へ適用するために必
要な批判的吟味のポイント

28. 6 第19回日本医薬品情報学会学術大会、シンポジウ
ム③、シンポジスト

中田和宏

WHO方式 疼痛治療 28. 6 緩和ケア教育プログラム（初級コース） 宇田竜也

カバジタキセルの薬物動態  論文評価 28. 8 薬物治療塾D-1総合演習コース 中田和宏

褥瘡に使用する外用剤 28. 9 皮膚・排泄ケア教育プログラム（初級コース） 齋藤洋子

医薬品リスク管理計画書の記載内容につい
ての評価

28. 9 第7回　日本アプライドセラピューティクス学会
学術大会

中田和宏

脂質異常症における科学的・合理的な薬物
治療を考える

28. 9 第7回　日本アプライドセラピューティクス学会
学術大会　ワークショップ

中田和宏

糖尿病治療薬について 28. 9 院内　3-1病棟看護師向け勉強会 宇田竜也

座長 28.10 第3回糖尿病勉強会ｉｎ越谷 中田淑子

病棟薬剤師からみた糖尿病指導 28.10 第3回糖尿病勉強会ｉｎ越谷 廣瀬いつ子

抗がん薬勉強会 28.11 院内　5-2病棟看護師向け勉強会 羽田竜也

抗菌薬の使い方 28.12 感染症管理教育プログラム（初級ｺｰｽ） 荒井歩

前向き比較試験論文の批判的吟味 28.12 日本アプライドセラピューティクス学会　第11回
ワークショップ2016　てんかん

中田和宏

消化器症状について 28.12 緩和ケア教育プログラム（中級コース） 宇田竜也

麻薬の管理と血液製剤について 29. 1 看護部・薬剤科 中田淑子

今さら聞けないインスリンの使用方法 29. 1 糖尿病委員会・薬剤科 山内泰代

ルミセフ皮下注210mgシリンジの薬物動
態、論文評価

29. 2 薬物治療塾D-1総合演習コース 中田和宏

Ｉ
Ｃ
Ｔ

安全器材導入における効果とその後の課題 29. 2 環境感染学会 小川昌洋、浦上生美、
五十里博美、 柴田健太、
黒澤直美、前田友子、
小林功、髙瀬優、
岡田基

病状否認にある患者の意思決定支援に緩和
ケアチームが対応した一例

28. 6 第21回　日本緩和医療学会学術大会 糸賀知子、石田真弓、
菅野康二、廣瀬千春、
平岡三枝

「イタタ･･･」～疼痛アセスメントと対応
に難渋した尿管がん女性患者のケース～

28. 7 第15回　埼玉サイコオンコロジー研究会 平岡三枝、石田真弓、
菅野康二、廣瀬千春、
安達なさ子、木村美由喜、
宇田竜也、佐々木芳恵、
糸賀知子、三浦弘善

「バカヤロウ！緩和ケアが何をやってくれ
るんだ!!」～緩和ケアチームに怒りを表出
した症例～

28.11 第94回　死生学勉強会 平岡三枝
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（2）著書及び論文発表

科名 論文題名 著書または誌名・巻・頁・年 発表者及び共同著者

内

科

血糖コントロール増悪から診断まで約2
年を要した糖尿病合併自己免疫性膵炎

糖尿病 59(12):798-804、2016 奈良橋俊子、金澤昭雄、
鈴木瑠璃子、福村由紀、
藤谷与士夫、綿田裕孝

消
化
器
科

遺伝性出血性毛細血管拡張症の一例 第42回日本消化器内視鏡学会埼玉部会学
術講演会抄録集

平山憲人、森和将、
草間ひろみ、中山秀苗、
日髙康博、中庭礼智、
佐々木淳

成人病と生活習慣病　こんなに変わった
こんなに変わる心疾患診療

「僧帽弁閉鎖不全症におけるカテーテル
治療」2016. 46(8)1023-29.

廣瀬邦章

抗菌薬の使い方 感染性心内膜炎 Medical Practice　2017.34(3)411-416. 廣瀬邦章

Estrogen variation during the
menstrual cycle does not influence
left ventricular diastolic
dysfunction and untwisting rate in
premenopausal woman.

J.Cardiol. 2017.(69)389-393. 廣瀬邦章

膝蓋腱・前十字靭帯同時損傷の1例 日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
雑誌　41: 168-169, 2016.

久保田光昭、大野隆一、
酒井健介、菅原悠、
佐藤泰介、林孝儒、
向笠文博、金子和夫

ACL損傷後変形性膝関節症に対するopen 
wedge HTOとACL再建の有用性について

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会
雑誌　41: 194-195, 2016.

佐藤泰介、大野隆一、
久保田光昭、酒井健介、
菅原悠、林孝儒、
向笠文博、金子和夫

変形性膝関節症における歩行機能評価と
患者立脚型評価、画像評価の相関

日本関節 鏡・膝・スポーツ整形外科学会
雑誌　41: 186-187, 2016.

林孝儒、大野隆一、
久保田光昭、酒井健介、
菅原悠、佐藤泰介、
向笠文博、金子和夫

骨腫瘍に似る他科疾患 MB Orthop.30(3):7-11,2017 栗原大聖、鳥越知明

Predicting the necessity of anterior
communicating artery division in the
bifrontal basal interhemispheric
approach.

Acta Neurochirurgica (Wien). 2016
Sep; 158(9): 1701-8.

Teramoto S, Bertalanffy H

新規経口抗凝固薬（NOAC）内服下に当院
入院となった脳梗塞患者の検討

埼玉県医学会雑誌　第51巻　第１号 179-
182.

齋藤力三、川村海渡、
鈴木一幹、角田朗、
丸木親

正常圧水頭症の治療とその予後は？ 日本医事新報　4835号　pp58-59 角田朗
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科名 論文題名 著書または誌名・巻・頁・年 発表者及び共同著者

Interleukin (IL)-1 in rat 
parturition: IL-1 receptors 1 and 2 
and accessory proteins abundance in 
pregnant rat uterus at term   
regulation by progesterone

physiol.rep. 4 (14) 石黒共人

子宮筋腫と鑑別が困難であったLow-
grade endometrial stromal sarcomaの1
例

日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 31巻2号 
Page393-398

山口貴史、須賀新

性感染症 女性医学ガイドブック　思春期・性成熟
期編　2016年度版　p206-p218

糸賀知子

中高年女性に対するERASプロトコールの
導入効果の検討

産婦人科の実際 65巻7号 Page865-870 山田敦夫、糸賀知子

子宮内膜ポリープの診断で子宮鏡下手術
を行い複雑型子宮内膜増殖症と診断され
た1例

埼玉産科婦人科学会雑誌　46巻2号 
Page143-146

石黒共人、須賀新

Sertoli-Leydig cell tumorに類似した
卵巣類内膜腺癌の1例

埼玉産科婦人科学会雑誌　46巻2号 
Page135-138

西澤しほり、糸賀知子

両大血管右室起始症(DORV)を合併した13
トリソミーの1例

埼玉産科婦人科学会雑誌　46巻2号 
Page174-178

西澤しほり、西岡暢子

子宮角部妊娠で胎児発育不全、胎盤剥離
困難を認めた2例

日本周産期・新生児医学会雑誌  52巻4号 
Page1168-1172

小田理沙子、西岡暢子

子宮平滑筋腫に子宮内膜間質結節を合併
した1例

埼玉産科婦人科学会雑誌　47巻1号 
Page23-26

高橋奈々子、須賀新

臨
床
検
査
科

当院における胎児超音波　スクリーニン
グの現状

埼臨技会誌・Vol.63 No.2 71-77  2016 熊谷佳奈江、岡野里賀、
田立さやか、渋谷賢一、
吉原靖之、髙瀬優、
岡田基、西岡暢子

漢方で考えてみる⑭ 埼玉県病院薬剤師会雑誌　2015.No3 齋藤洋子

漢方で考えてみる⑮ 埼玉県病院薬剤師会雑誌　2015.No4 齋藤洋子

漢方で考えてみる⑯ 埼玉県病院薬剤師会雑誌　2016.No1 齋藤洋子

漢方で考えてみる⑰ 埼玉県病院薬剤師会雑誌　2016.No2 齋藤洋子

Influence of nonsteroidal anti-
inflammatory drugs on aspirin's 
antiplatelet effects and suggestion 
of the most suitable time for 
administration of both agents 
without resulting in interaction.

Journal of pharmaceutical Health Care 
and Sciences.2017;3:9.

Kenta Shibata,
Yuuki Akagi, 
Naofumi Nozawa, 
Hitoshi Shimomura, 
Takao Aoyama

企業から提供されている医薬品プロモー
ション用印刷物に記載されている有効
性・安全性の客観性の検討

日本アプライドセラピューティクス学会
Vol.7 No.2, 2016

中田和宏（共著）

心不全[慢性] 日本アプライドセラピューティクス学会
月刊薬事4月臨時増刊号　病棟に行く前に
知っておきたいCommon Disease

矢口絢子（共著）
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